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大阪市認可予定  ９０名定員 

   （仮称）金蘭会保育園 のご案内 
 
         平成３０年４月 開園予定  

 

５３１－００７５ 大阪市北区大淀南３丁目 

金蘭会高等学校・中学校敷地内に設立 
 
連絡先 保育所設置準備室（千里金蘭大学事務局） 

    大阪府吹田市藤白台５－２５－１ ＴＥＬ：０６－６８７２－０６７３ 

 

学校法人金蘭会学園 設立の歴史 

学び、そして、社会のために尽くさねば  
  
  大阪府立堂島高等女学校（現・大阪府立大手前高   

 等学校）の同窓会「金蘭会」の尽力により、 

 明治38年（1905年） 「私立金蘭会女学校」を設立

。 

 

「金蘭」の名前の由来 

二人心を同じうすればその利  

（と）きこと金を断つ、同心の言
はその臭（かおり）蘭の如し  

  

 
志を同じくするものが協力すれば

何事でもなしとげることができる。 

その言葉は、蘭の花のようにかぐ

わしい。 

 

組  織  図 
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（仮称）金蘭会保育園 

  

  

  

    

  

（仮称）金蘭会保育園 
施 設 概 要 

 対 象 生後６か月から就学前まで 

 定 員 ９０名 ０歳： ６名  １歳：１２名  ２歳：１６名 

    ３歳：１８名  ４歳：１９名  ５歳：１９名 

最大時間 ７：３０ ～ １９：００ 

標準時間 ７：３０ ～ １８：３０ 

短  時  間 ８：００ ～ １６：００ 

 休 日 日曜日・祝日・年末年始 

 食 事 自園調理（アレルギー対応実施） 

 建 物  ＲＣ造２Ｆ 約７５９㎡ 
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保育理念・保育方針・保育目標 
 ＜保育理念＞ 

 生きる力を育む ～健やかな体・豊かな心・学ぶ意欲～ 

 

＜保育方針＞ 

豊かな環境で健やかな体をつくり、子どもの感性、知性、社会性を
育む。 

自主性を大切にし、自律かつ自立した子どもを育てる 

子どもを一人の人間として尊重し、子ども・保護者・保育士がとも
に成長する 

 

＜保育目標＞ 

健康でしなやかな体をつくる 

表現する喜びを育てる 

人とかかわる力を育てる 

意欲を育てる 

 

 

 

 

 

保育の特徴（英語） 
 

保育の一環として、教材・カリキュラムを通して

楽しみながら英語に触れていただきます♪ 

・対象：２～５歳 

・クラス：週１回 ３０分程度 

 

・日本人講師（女性） 
 幼少期はオランダ・イギリス・香港で育ち 
 The University of Arizonaを卒業。 
 英語が母国語のバイリンガル。 

 資格は英検1級、TOEIC 975点など 
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吹き抜け 

園の一 日 （０歳児） 

７：３０ 順次登園 好きな遊び 

９：００ 授乳 ミルク 一人一人に応じた午前睡 遊び 

１０：００ おやつ 

１１：００ 離乳食 

１２：００ 

  

１３：００ 

順次昼寝 

１５：００ 離乳食 おやつ 室内遊び 

１６：００ 順次降園 

１８：３０ 延長保育開始 

１９：００ 全員降園 

園の一 日 （１・２歳児） 

７：３０ 順次登園 好きな遊び 

９：００ 水分補給 遊び（室内外） 散歩 

１０：００ おやつ 

１１：００ 食事 

１２：００ 

  

１３：００ 

順次昼寝 

１５：００ おやつ 好きな遊び 

１６：００ 順次降園 

１８：３０ 延長保育開始 

１９：００ 全員降園 
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園の一 日 （３・４・５歳児） 

７：３０ 順次登園 持ち物の整理 好きな遊び 

９：００ 

  

１１：００ 

遊び（室内外） 散歩  

クラス活動（年齢別保育・異年齢児保育） 

１２：００ 

  

１３：００ 

食事 

  

昼寝（５歳児は遊び） 

１５：００ おやつ 好きな遊び（室内外） 

１６：００ 順次降園 

１８：３０ 延長保育開始 

１９：００ 全員降園 

周辺施設について 

周辺施設１ 周辺施設２ 

制 服 （前） 制 服 （後） 
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食 事・食 育 

• 写真入力 

・自園調理での給食・手作りおやつの提供 

・アレルギー対応への万全の体制 

・四季を取り入れた行事食 

・ランチルームにて異年齢の子ども達との交流（3～5歳） 

・千里金蘭大学食物栄養学科による企画・交流  

健康管理・安全対策 

・看護師の常駐 ・園医による内科検診、歯科検診 

・千里金蘭大学看護学科による健康管理指導 

・防犯、防災等の避難訓練や事故防止対策による 

 安全管理の徹底 

・虐待の早期発見と迅速な対応 

延長保育について（予定） 

標準時間認定 7：30～18：30 

  月極 スポット 

  18：31 ～ 19：00     2,000円     300円 / 一回 

  19：01 以降         ー   1,000円 / 10分 

短時間認定 8：00～16：00 

  月極 スポット 

    7：30 ～   7：59          ー    300円 / 一回 

  16：01 ～ 17：00       ー    300円 / 一回 

  17：01 ～ 18：00        ー    500円 / 一回 

  18：01 ～ 19：00        ー    600円 / 一回 

  19：01 以降        ー   1,000円 / 10分 

必 要 経 費（予定） 
・年度当初 
制服等  セーラージャケット（3歳から） 

 通園カバン（2歳から） 
 体操服（2歳から） 半袖シャツ・半ズボン 

 10,000円程度 

 保  育 
 用  品 

 3～5歳 

  出席ノート、おたより帳、名札、カラー帽子 ほか 
  7,000円 程度 

   0～2歳 
  出席ノート、おたより帳、名札、カラー帽子 ほか 

  5,000円 程度 

・毎月 

  主食費 活動費（教材・行事費など） 講師費   

 3～5歳 2,000円 2,000円 1,500円  5,500円  程度 

 2歳  ー 2,000円 1,500円  3,500 円 程度 

 0～1歳  ー 2,000円  ー  2,000円 程度 

・その他 

  ＩＣカード代、絵本代、園外保育費、保険代（災害保険、傷害保険） 

 

年 間 行 事（予定） 

 

 

４月 ・入園式 １０月 ・運動会（2・3・4・5歳児） 

・親子で一緒にあそぼう（1歳児） 

５月 ・子どもの日のつどい 

 （3・4・5歳児） 

１１月 ・焼きいも大会 

・親子で作って遊ぼう（0～5歳児） 

６月 ・保育参加 懇談会（3・4・5歳児） 

・保育参加（0・1・2歳児） 

１２月 ・クリスマス会 

・おもちつき大会 

・大そうじ 

７月 ・七夕まつり 

・プール開き 

・地域のお祭りへの参加 

１月 ・人形劇観劇 

・保育参加 懇談会（1歳児） 

８月 ・プール参観 ２月 ・節分 

・保育参観 懇談会（1・2歳児） 

・保育参観（3・4・5歳児） 

９月 ・高齢者とのつどい（3・4・5歳児） 

・親子で一緒にあそぼう（0歳児） 

３月 ・ひな祭り 

・卒園式 

年間行事・その他（予定） 
【毎月の行事】 

・避難訓練 

・お誕生会 

 

【その他】 

・金蘭会高等学校・中学校 生徒とのボランティア交流 

・金蘭会高等学校・中学校 クラブ活動見学・体験（吹奏楽、新体操、ﾊﾞﾚｰﾎﾞー ﾙ等） 

・金蘭会高等学校・中学校 行事への参加（文化祭、体育祭、合唱コンクール等） 

・千里金蘭大学 観察・実習等による学生との交流 

 

【保健関係】 

・身体測定、内科健診、歯科健診 

・視力検査（3・4・5歳児） 

・聴力検査（4・5歳児） 

・尿検査 
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 平成30年4月 入園までの流れ 

利用者申込書の配布・ 
受付期間 

  配布：9/15～10/16 
  受付：10/2～10/16 

  

  

  

１次選考保護者通知発送  １次結果：2月上旬（予定） 

・入 園 説 明 会 
・入園児面接 

    2月末から3月上旬（予定） 

入園前健康診断   3/1（木）午後（予定） 

（仮称）金蘭会保育園 

本日はありがとうございました。 
ご入園を心よりお待ちしております。 
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Ｑ１. 金蘭会学園として、保育園施設を新設することは初めてですか？ 

Ａ１. 社会福祉活動に資する目的で、平成３０年４月より初めて保育園を設置いたします。 

学校法人としては、大阪市北区に金蘭会高等学校・中学校、吹田市に千里金蘭大学を有

し、学園創立から１１０年余経った今日も、建学の精神に基づく女性の輩出を目指した

教育実践の展開し、大阪府内と中心とした地域社会との繋がりを築いています。 

Ｑ２. 金蘭会保育園のある北区在住の者から優先的に入園できるのですか？ 

Ａ２. 在住の区による優先度合に差はなく、保育利用調整基準に基づく点数に依ると大阪市の

担当者より聞いております。詳しくはお住まいの区役所窓口へお尋ねください。 

Ｑ３. お盆休み等の閉園日はありますか？ 

Ａ３. 設ける予定はありません。 

日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日及び１２月２９日から１月３日までの

日を除く毎日、開園する予定です。 

Ｑ４. 保育時間の延長は考えていますか？ 

Ａ４. 現在のところ、最大保育時間は７：３０～１９：００で設定しております。 

それを超えて（前後して）行う予定はありません。 

Ｑ５. 朝は何時までに登園したら良いですか？ 

Ａ５. クラス活動や集会等を行いますので、９：００までに登園いただくことが原則です。 

Ｑ６. 警報（風、強風、大雨等による）が出た際の対応は？ 

Ａ６. 大阪市の警報発令基準に準じ、本園ホームページ等で臨時のお知らせをいたします。 

また、地震・火災等の災害時対応については、入園前説明会にてお知らせいたします。 

Ｑ７. 慣らし保育はどの程度の期間設けていますか？ 

Ａ７. ３～１０日間程度を検討していますが、お子様によって必要な期間は様々ですので、

個々に対応いたします。 

Ｑ８. 発熱した場合は、何℃まで預かっていただけますか？ 

Ａ８. 子どもの体温は一日の中でも変動が激しいですし、単に体温だけでは判断できないこと

もありますが、３８．０℃を一つの目安と捉えてください。熱性けいれん等の様子も考

慮し、個別に対応いたします。詳細は、看護師（常駐）と相談の上、入園前説明会にて

お知らせいたします。 

なお、病児保育、病後児保育を行う予定はありません。 

Ｑ９. 定員９０名ですが、今後増員予定はありますか？ 

Ａ９. 保育の質を確保することを最優先に考え、９０名からの増員は今のところ予定しており

ません。 

保育園説明会 質問に対するＱ＆Ａ 
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Ｑ１０. どのような方針での保育を予定していますか？ 

Ａ１０. 保育理念「生きる力を育む」に基づき、「健やかな体・豊かな心・学ぶ意欲」を養う保

育を行います。 

園庭や大きな公園のある恵まれた環境の中で、時にのびのびと、時に厳しく、一人一人

の人権を尊重しながら、発達の過程に応じた保育を展開いたします。 

Ｑ１１. 英語レッスンの他に、音楽や運動遊あそびは取り入れますか？ 

Ａ１１. 開園初年度から、２歳児以降は保育時間の中で専門講師による英語レッスンを行う予定

です。音楽や運動あそびについては、今後保護者の方の声も参考にしながら園としての

方針を決めていきます。 

Ｑ１２. 園庭に遊具等はありますか？ 

Ａ１２. ０～２歳児用、３～５歳児用とそれぞれの発達に応じた大型総合遊具を２台設置する予

定です。裏手の浦江公園にもたくさんの遊具がありますので、なるべく重複しないよう

に、様々な遊びが出来る環境を整えたいと考えております。 

また、三輪車や二輪車等も設置する予定です。 

Ｑ１３. 車での登園・降園は可能ですか？ 

Ａ１３. 原則、車での登園・降園はご遠慮いただいております。 

Ｑ１４. 駐輪場に終日自転車を止めることは可能ですか？ 

Ａ１４. 日中は業者の搬入による駐車スペースを確保する等の必要がありますので、登園・降園

時のみの利用とさせていただきます。（一日中駐車することは出来ません） 

但し、ベビーカーについては保管スペースを別途設ける予定ですので、自己管理責任の

下、ご利用いただくことは可能です。 

Ｑ１５. 園庭や各保育室の広さはどれくらいですか？ 

Ａ１５. 以下予定です。（但し、変更の可能性があります） 

・敷地面積 １１３９．３６㎡（３４４坪） 

・延床面積 ７５９．０４㎡（２３０坪） 

・園庭面積 ３７６．５４㎡（１１４坪） ※屋上園庭除く 

・各保育室面積 

 ０才 ３９．６０㎡   

１才 ４７．２５㎡    

２才 ４１．２５㎡    

３才 ５０．７５㎡   

４才 ５０．７５㎡    

５才 ５０．７５㎡ 
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Ｑ１６. 行事はどの程度（年間回数）を予定していますか？開催は平日ですか土日祝日ですか？ 

Ａ１６. 入園式や卒園式の他に、保育参加、保育参観、運動会・親子で一緒に遊ぼう、親子で作

って遊ぼうなど、年間５回程度は園に来ていただく催しを考えておりますが、日程（平

日なのか土日祝日なのか）については、現在検討中です。 

詳しくは入園説明会にてお知らせいたします。 

Ｑ１７. 運動会はどこで行いますか？ 

Ａ１７. 子ども達にとっては普段過ごし慣れた環境である園庭での実施が望ましいところです

が、当日来園されるご家族の人数も考慮して、金蘭会高等学校・中学校のグラウンドを

使用することも検討しております。 

Ｑ１８. 保護者会はありますか？ 

Ａ１８. 保護者の方対象に、子どもの健康、食育、保育内容等について園からお話をしたり、講

演会の開催等の企画は検討していますが、必ず全ての方に参加いただく必要はありませ

ん。積極的にご参加されたい方は大歓迎です。 

Ｑ１９. 給食で使用する食材はどこから仕入れますか？ 

Ａ１９. 野菜は JA を通しての国産の安全な基準の野菜を入れておりますので安心していただけ

ると思います。 

但し、カボチャなどの端境期には南半球のものや冷凍の野菜を使うこともあります。 

子どもにとって安心・安全であることはもちろんのこと、給食が楽しみになるように献

立のレパートリーも工夫いたします。 

Ｑ２０. 食育は考えていますか？ 

Ａ２０. 食育はお子様にとっても、保護者の方にとっても、重要な教育の一つです。 

食べる楽しさを感じてもらうことを第一に考えております。また、行事食を通して、食

への関心も育てます。 

３～５歳児はランチルームにて異年齢児交流を実施することで、皆で一緒に美味しく食

事をすることを学びます。 

Ｑ２１. おやつはどの様なものですか？手作りですか？  

Ａ２１. １０時のおやつは、給食準備等で忙しい時間帯ですので、原則市販品で対応いたします。 

全園児対象の１５時のおやつは、土曜日以外は手作りです（土曜日は園児の数が不安定

になるため）。 

メニューは、クッキーなどの甘いものから、おにぎりやお好み焼き、パン類など様々で

す（食中毒の危険性がある生の果物は出しません）。おやつの種類も、給食会議で検討

し、人気がないものについては工夫いたします。 

なお、１９：００までにはお迎えに来ていただくことから、補食（夜のおやつ）の提供

は考えておりません。 
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Ｑ２２. 土曜日も給食・おやつはありますか？ 

Ａ２２. 平日と同様に園で調理の上、提供をいたします。 

Ｑ２３. 布団は各家庭で用意が必要ですか？ 

Ａ２３. ０～１歳は安全性を考慮して布団を採用し、業者のリース（全額保護者負担、洗濯する

ペースは週一回程度）を検討しておりますが、各ご家庭でご用意いただくことも可能で

す。２歳児以降はスタッキングベットを採用しますので、季節問わずタオルケット・バ

スタオルを各ご家庭でご用意ください。 

Ｑ２４. おむつは紙ですか？布ですか？ 

Ａ２４. 紙おむつ（全て各家庭で用意）を採用する予定ですが、かぶれる等で布を希望される場

合は個別に対応いたします。 

なお、使用済紙おむつは、園で処分いたしますので、各家庭へ持ち帰っていただく必要

はありません。 

Ｑ２５. おむつは何歳までに取れる必要がありますか？ 

Ａ２５. 個人差があることですので、必ず何歳までという決まりはありません。 

一人一人のお子様の発達状況に応じて対応いたします。 

Ｑ２６. 制服（セーラージャケット）は３歳児からとのことですが、それ以前の年齢の服装は？  

Ａ２６. 私服で結構です。着替える際に着脱しやすい物であること等、詳細については入園説明

会にてお知らせいたします。なお、３歳児以降は毎日の登園時および行事の際に着用し

ますので、必ず一人一着必要です。 

Ｑ２７. 登園時の制服（セーラージャケット）は、園に着いたら保護者が脱がせるのですか？ 

Ａ２７. 自分で着脱できるように指導することは保育の一環ですので、園にて行います。 

但し、ご家庭でも着脱やボタンのかけ方を練習してくださるようにお願いいたします。 

Ｑ２８. 体操服（半そでシャツ・半ズボン）は毎日着ますか？ 

洗い替えに複数枚購入する必要はありますか？ 

Ａ２８. ２歳児以降は登園時に毎日着用いただきます。とても乾きやすい素材ですが、洗い替え

があると便利だと思います。また、長袖シャツも奨励服として準備しております。                                        

Ｑ２９. プール遊びの際に着用するものは？ 

Ａ２９. ０～２歳児は水遊び用パンツを検討しています。３歳児以降は水着を着用します。                                          

Ｑ３０. 登園までに事前に用意しておくものは？ 

Ａ３０. どの保育用品を個人持ちにするのか（園の備品扱いにするのか）については現在検討中

です。詳細については、入園説明会の際にお知らせいたします。 
    



5 

 

Ｑ３１. 必要経費として別途記載のあるＩＣカード代とは？ 

Ａ３１. 登園・降園時間を管理するセキュリティを兼ねたカードです。 

現在業者を選定中ですので、費用等の詳細については、入園説明会の際にお知らせいた

します。 

Ｑ３２. 保育中、園児は裸足ですか？ 

Ａ３２. １階（０～２歳児の各部屋、ランチルーム）は床暖房を完備しておりますので、室内で

は裸足を原則とします。２階（３～５歳児の各部屋）については現在検討中です。 

外で遊ぶ際は、靴を履いてもらう予定です。 

Ｑ３３. 保育士の採用人数、また経験年数はどれくらいですか？ 

Ａ３３. 初年度の園児数が現時点では分かりませんので未定ですが、保育の質を確保するため

に、それに十分見合った保育士（人数・経験年数等）の配置を予定しております。 

また、各々のメリット（若いからこそのフレッシュさや行動力、ベテランであるが故の

知識・技能）を生かした保育内容を展開できるように、様々な年齢層の保育士を採用し

ているところです。 
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